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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１外部装置から、第１コンテンツの第１識別子を受信する第１受信手段と、
　前記第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、当該第１コンテンツとは異
なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成された前記第２識別子を含むコンテンツ要求を、前記第１外部
装置とは異なる前記第２外部装置に送信する送信手段と、
　前記コンテンツ要求に応じて、前記第２外部装置から送信された前記第２コンテンツの
データを受信する第２受信手段とを備え、
　前記送信手段は、
　前記第１識別子が所定識別子を含む場合、前記第２識別子を前記第２外部装置に送信す
る、コンテンツ受信装置。
【請求項２】
　第１外部装置から、第１コンテンツの第１識別子を受信する第１受信手段と、
　前記第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、当該第１コンテンツとは異
なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成された前記第２識別子を含むコンテンツ要求を、前記第１外部
装置とは異なる前記第２外部装置に送信する送信手段と、
　前記コンテンツ要求に応じて、前記第２外部装置から送信された前記第２コンテンツの
データを受信する第２受信手段とを備え、
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　前記送信手段は、
　前記第１識別子が所定識別子を含まない場合、前記第１識別子を前記第２外部装置に送
信する、コンテンツ受信装置。
【請求項３】
　第１外部装置から、第１コンテンツの第１識別子を受信する第１受信手段と、
　前記第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、当該第１コンテンツとは異
なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と、
　前記生成手段により生成された前記第２識別子を含むコンテンツ要求を、前記第１外部
装置とは異なる前記第２外部装置に送信する送信手段と、
　前記コンテンツ要求に応じて、前記第２外部装置から送信された前記第２コンテンツの
データを受信する第２受信手段とを備え、
　前記第１受信手段は、
　前記第１外部装置から、前記第１コンテンツの前記第１識別子及び当該第１コンテンツ
の現在の再生位置を指定した位置情報を受信し、
　前記第２コンテンツのデータを、前記位置情報が指定した再生位置から再生する再生部
を更に備える、コンテンツ受信装置。
【請求項４】
　第１外部装置に格納されたコンテンツデータから第１コンテンツを選択する第１選択手
段と、
　前記第１コンテンツについての第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、
当該第１コンテンツとは異なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と
、
　前記第２識別子を、前記第１外部装置とは異なる前記第２外部装置に送信する識別子送
信手段とを備え、
　前記識別子送信手段は、
　前記選択部に選択された前記第１識別子が所定識別子を含む場合、前記第２識別子を前
記第２外部装置へ送信する、情報処理装置。
【請求項５】
　第１外部装置に格納されたコンテンツデータから第１コンテンツを選択する第１選択手
段と、
　前記第１コンテンツについての第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、
当該第１コンテンツとは異なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と
、
　前記第２識別子を、前記第１外部装置とは異なる前記第２外部装置に送信する識別子送
信手段と、
　前記第１選択手段により第１コンテンツが選択された場合、前記第１識別子を含むコン
テンツ要求を前記第１外部装置へ送信する要求送信部と、
　前記コンテンツ要求に応じて前記第１外部装置から送信された、コンテンツデータを受
信する受信手段と、
　前記コンテンツデータの映像を表示する表示手段とを備え、
　前記識別子送信手段は、
　前記表示手段が前記映像を表示した場合、前記第２外部装置へ前記第２識別子を送信す
る、情報処理装置。
【請求項６】
　第１外部装置に格納されたコンテンツデータから第１コンテンツを選択する第１選択手
段と、
　前記第１コンテンツについての第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、
当該第１コンテンツとは異なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と
、
　前記第２識別子を、前記第１外部装置とは異なる前記第２外部装置に送信する識別子送



(3) JP 5017471 B1 2012.9.5

10

20

30

40

50

信手段と、
　前記選択部により第１選択手段が第１コンテンツを選択した場合、第１識別子を含むコ
ンテンツ要求を前記第１外部装置へ送信する要求送信手段と、
　前記識別子送信手段による第２識別子の送信と、前記要求送信手段によるコンテンツ要
求の送信のうち、いずれか一方の処理を、ユーザーが選択することを許可する許可手段と
を備える、情報処理装置。
【請求項７】
　第１外部装置に格納されたコンテンツデータから第１コンテンツを選択する第１選択手
段と、
　前記第１コンテンツについての第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、
当該第１コンテンツとは異なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と
、
　前記第２識別子を、前記第１外部装置とは異なる前記第２外部装置に送信する識別子送
信手段と、
　前記受信手段により受信された前記コンテンツデータを再生する再生手段とを備え、
　前記識別子送信手段は、
　前記第１識別子と、前記コンテンツデータの現在の再生位置を示す位置情報とを前記第
２外部装置へ送信する、情報処理装置。
【請求項８】
　第１外部装置に格納されたコンテンツデータから第１コンテンツを選択する第１選択手
段と、
　前記第１コンテンツについての第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、
当該第１コンテンツとは異なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段と
、
　前記第２識別子を、前記第１外部装置とは異なる前記第２外部装置に送信する識別子送
信手段と、
　検索キーの入力を受ける検索キー入力手段と、
　前記検索キーを用いて、当該検索キーに関連する１以上のコンテンツの識別子を受信す
る取得手段と、
　前記取得手段により前記識別子が受信された前記１以上のコンテンツのうち、何れか１
つのコンテンツを選択する第２選択手段と、
　前記第２選択手段によりコンテンツが選択された後に操作入力を受ける受付手段と、
　前記受付手段が前記操作入力を受けた場合に、前記検索キーを前記第２外部装置に送信
する検索キー送信手段と
を備える、情報処理装置。
【請求項９】
　前記第２選択手段は、前記取得手段により識別子を取得された前記１以上のコンテンツ
のうち前記第１コンテンツを選択し、
　前記識別子送信手段による第２識別子の前記第２外部機器への送信と、前記検索キー送
信手段による前記検索キーの前記第２外部装置への送信とのうち、実行する処理を切り替
える切替手段を更に備える、請求項８記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　第１外部装置から、第１コンテンツの第１識別子を受信し、
　前記第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、当該第１コンテンツとは異
なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成し、
　生成された前記第２識別子を含むコンテンツ要求を、前記第１外部装置とは異なる前記
第２外部装置に送信し、
　前記コンテンツ要求に応じて、前記第２外部装置から送信された前記第２コンテンツの
データを受信するコンテンツ受信方法であって、
　前記第１識別子が所定識別子を含む場合、前記第２識別子を前記第２外部装置に送信す
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る、コンテンツ受信方法。
【請求項１１】
　第１外部装置から、第１コンテンツの第１識別子を受信し、
　前記第１識別子を用いて、前記第１コンテンツに対応する、当該第１コンテンツとは異
なる品質の第２コンテンツの第２識別子を生成し、
　生成された前記第２識別子を含むコンテンツ要求を、前記第１外部装置とは異なる前記
第２外部装置に送信し、
　前記コンテンツ要求に応じて、前記第２外部装置から送信された前記第２コンテンツの
データを受信するコンテンツ受信方法であって、
　前記第１識別子が所定識別子を含まない場合、前記第１識別子を前記第２外部装置に送
信する、コンテンツ受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　コンテンツ受信装置、情報処理装置及びコンテンツ受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等のネットワークに接続されたサーバ装置からコンテンツを取得する技
術がある。当該技術では、サーバ装置のアドレスと、所望のコンテンツの識別子を含むコ
ンテンツ要求を送信することにより、当該サーバ装置から所望のコンテンツを受信する。
【０００３】
　携帯端末等により表示したり検索したりしたコンテンツを、当該コンテンツを携帯端末
の表示画面よりも大きな表示画面を有する表示装置で当該コンテンツの映像を表示できる
と同時に多くの人が視聴できる。これを実現する方法として、携帯端末から表示装置にコ
ンテンツを送る方法や、携帯端末から表示装置にサーバ装置のアドレスとコンテンツの識
別子を送って表示装置がコンテンツを取得する方法などがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－５５０９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　表示装置がコンテンツのデータを取得する場合、携帯端末と表示装置では、表示に適し
たコンテンツの品質（画質・音質・テキスト量・計算処理能力など）が異なるため、携帯
端末で検索したコンテンツをそのまま表示装置が取得して表示すると、粗い画質で表示さ
れたり、非常に長い処理時間がかかるなどの問題があった。そこで本発明の実施形態は、
装置に応じた好適なコンテンツの取得を可能とするコンテンツ受信装置、情報処理装置及
びコンテンツ受信方法の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、本実施形態に係るコンテンツ受信装置は、第１外部装置
から、第１コンテンツの第１識別子を受信する第１受信手段と、前記第１識別子を用いて
、前記第１コンテンツに対応する、当該第１コンテンツとは異なる品質の第２コンテンツ
の第２識別子を生成する生成手段と、前記生成手段により生成された前記第２識別子を含
むコンテンツ要求を、前記第１外部装置とは異なる前記第２外部装置に送信する送信手段
と、前記コンテンツ要求に応じて、前記第２外部装置から送信された前記第２コンテンツ
のデータを受信する第２受信手段とを備え、前記送信手段は、前記第１識別子が所定識別
子を含む場合、前記第２識別子を前記第２外部装置に送信する。
【図面の簡単な説明】
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【０００７】
【図１】第１実施形態に係る携帯端末及び表示装置の利用形態例を示す図。
【図２】第１実施形態に係る携帯端末及び表示装置の機能ブロック例を示す図。
【図３】第１実施形態に係る機器データベース及び変形規則データベースのデータ構成例
を示す図。
【図４】第１実施形態に係る携帯端末が生成・表示する画面例を示す図。
【図５】第１実施形態に係る携帯端末及び表示装置によるコンテンツ取得に係る処理フロ
ー例を示す図。
【図６】第２実施形態に係る携帯端末及び表示装置の機能ブロック例を示す図。
【図７】第２実施形態に係る携帯端末及び表示装置によるコンテンツ取得に係る処理フロ
ー例を示す図。
【図８】第３実施形態に係る携帯端末及び表示装置の機能ブロック例を示す図。
【図９】第３実施形態に係る携帯端末及び表示装置によるコンテンツ取得に係る処理フロ
ー例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照して実施形態を説明する。
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る情報処理システムの利用形態例を示す図である。本情報処
理システムは、携帯端末１００、表示装置２００、サーバ装置３００、ホームネットワー
ク４００、インターネット５００等を含む。携帯端末１００は、表示装置２００と、無線
または有線のネットワークであるホームネットワーク２００により接続される。そして携
帯端末１００及び表示装置２００は、インターネット５００を介してサーバ装置３００に
接続されている。ここでサーバ装置３００は、例えばＶＯＤ（Ｖｉｄｅｏ　Ｏｎ　Ｄｅｍ
ａｎｄ）サービスや、映像共有サービス用にインターネット上に公開された映像コンテン
ツを格納する。またサーバ装置３００には、内容が対応し、品質（映像解像度、音声ビッ
トレート、テキスト量等）が異なる複数のコンテンツのデータが格納されている。
【０００９】
　携帯端末１００は、所望のコンテンツを受信・表示する場合、まずサーバ装置３００が
配信する映像配信ページのＷｅｂページにアクセスして、当該Ｗｅｂページから取得可能
な映像コンテンツの識別子を取得する。携帯端末１００は、取得した映像コンテンツ識別
子のうち、所望のコンテンツを選択し、当該コンテンツの識別子を含むコンテンツ要求を
サーバ装置３００に送信する（Ｓ１）。なお当該コンテンツ識別子は、例えばサーバ装置
３００から取得される映像配信ページの構成情報等に含まれる。そして携帯端末１００は
、当該要求に対してサーバ装置３００から送信される映像コンテンツデータを受信（Ｓ２
）する。
【００１０】
　携帯端末１００は、所望のコンテンツの識別子を表示装置２００に送信する（Ｓ３）。
表示装置２００は、受信した識別子を含むコンテンツ要求をサーバ装置３００に送信し（
Ｓ４）、当該要求に応答して送信されるコンテンツデータを受信する（Ｓ５）。
【００１１】
　なお携帯端末１００は、映像配信ページへのアクセスの際に、当該携帯端末が用いてい
るブラウザソフトウェアについての情報をサーバ装置３００に送信してもよい。そしてサ
ーバ装置３００は、入力されたブラウザソフトウェア情報に応じたコンテンツを送信する
（リダイレクトと呼ぶ）。携帯端末１００は、当該リダイレクトされたＷｅｂページの構
成情報を取得することになる。
【００１２】
　つまりサーバ装置３００がリダイレクト機能を有している場合、携帯端末１００には、
携帯端末１００が用いているブラウザソフトウェアに応じた映像コンテンツの識別子が入
力される。このため、表示装置２００が、携帯端末１００から送信された識別子をそのま
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ま用いて映像コンテンツを取得すると、表示装置２００に適さない映像コンテンツを取得
する恐れがある。言い換えると、携帯端末１００が、サーバ装置３００に格納された所謂
モバイル用のＷｅｂページにリダイレクトされて当該ページを閲覧している場合、携帯端
末１００は当該ページから取得可能なモバイル用の映像コンテンツの識別子を受信するこ
ととなる場合がある。一方、表示装置２００からモバイル用のＷｅｂページやモバイル用
コンテンツにアクセスした場合、サーバ装置３００は、当該モバイル用Ｗｅｂページ及び
モバイル用映像コンテンツへのアクセスがユーザの意図によるもの否かを区別できないた
め、モバイル用よりも解像度が高い通常の映像コンテンツのアドレスにリダイレクトされ
ない場合がある。
【００１３】
　そこで本実施形態に係る表示装置２００は、携帯端末１００から送信されたコンテンツ
識別子を用いて、サーバ装置３００に格納された品質（映像解像度、音声ビットレート及
びテキスト量等）が異なり内容が対応する複数のコンテンツデータのうち、自機器に応じ
た好適なコンテンツデータを取得することを可能にする。
【００１４】
　図２は、携帯端末１００、表示装置２００及びサーバ装置３００の機能ブロック例を示
す図である。
　携帯端末１００は、コンテンツ取得部１０１、再生処理部１０２、信号処理部１０３、
表示部１０４、操作受付部１０５、ＧＵＩ処理部１０６、機器データベース１０７、送信
制御部１０８及び送信部１０９等を備える。
【００１５】
　コンテンツ取得部１０１は、ＧＵＩ処理部１０６からの指示に応じてコンテンツデータ
を取得する。コンテンツ取得部１０１は、映像コンテンツを配信するＷｅｂページのＵＲ
Ｉを指定したデータ要求を送信することにより、当該データ要求に対してサーバ装置３０
０から送信されたＷｅｂページのデータを取得する。なお、当該Ｗｅｂページのデータに
は、当該Ｗｅｂページから取得可能なコンテンツの情報（コンテンツ名、コンテンツ識別
子等）が含まれる。そしてコンテンツ取得部１０１は、当該ＷｅｂページデータをＧＵＩ
処理部１０６に出力する。
【００１６】
　またコンテンツ取得部１０１は、ＧＵＩ処理部１０６から映像コンテンツデータの識別
子（ＵＲＩ等のアドレス情報）が入力されると、当該識別子を含む要求をサーバ装置３０
０に送信することにより、サーバ装置３００に格納された映像コンテンツデータを取得す
る。そしてコンテンツ取得部１０１は、取得した映像コンテンツデータを再生処理部１０
２に出力する。
【００１７】
　再生処理部１０２は、コンテンツ取得部１０１から入力される映像コンテンツデータを
、ＧＵＩ処理部１０６からの指示に応じて再生（デコード）する。そして再生処理部１０
２は、再生したデータを信号処理部１０３に出力する。
【００１８】
　信号処理部１０３には、再生処理部１０２がデコードした映像データと、ＧＵＩ処理部
１０６が生成した画面データとが入力される。そして信号処理部１０３は、入力されたデ
ータを表示部１０４が表示可能な形式の映像信号に変換して、当該映像信号を表示部１０
４に出力する。また信号処理部１０３は、再生処理部１０２から映像データが、ＧＵＩ処
理部１０６から後述する再生画面のデータが入力されている場合、当該再生画面中に映像
が配置されるようにこれらデータを重畳して映像信号に変換する。
【００１９】
　そして表示部１０４は、信号処理部１０３から入力された映像信号を用いて映像を表示
する。
　操作受付部１０５は、携帯端末１００外からの、当該携帯端末１００に対する操作入力
を受け付ける。ここで操作受付部１０５は、例えば携帯端末１００が備える機械式のボタ
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ン（図示しない）や、表示部１０４上に設けられたタッチパネル（図示しない）等である
。そして操作受付部１０５は、表示部１０４に表示された画面に対する操作入力を受け付
け、当該操作入力をＧＵＩ処理部１０６に出力する。
【００２０】
　ＧＵＩ処理部１０６は、表示部１０４に表示させる画面（画像）の生成、及び表示部１
０４に表示された画面に対して操作受付部１０５が受けた操作入力の処理を行う。ここで
ＧＵＩ処理部１０６は、例えば図４にて後述するような各種の画面を生成し、当該画面の
データを信号処理部１０３に出力する。そしてＧＵＩ処理部１０６は、これら画面に対す
る操作入力に応じた処理を実行する。
【００２１】
　例えばＧＵＩ処理部１０６は、映像コンテンツを選択するコンテンツ選択画面の画面デ
ータ、映像コンテンツの再生画面の画面データ、映像コンテンツを再生させる外部機器を
選択する機器選択画面の画面データ、及び外部機器の操作用画面の画面データを生成する
。
【００２２】
　コンテンツ選択画面の画面データは、例えばサーバ装置３００から取得されたＷｅｂペ
ージの構成データを用いて生成される。なお当該構成データには、当該Ｗｅｂページから
取得可能な映像コンテンツの識別子（ＵＲＩ等のアドレス情報）、タイトル及び内容説明
等が含まれる。またＷｅｂページ構成データは、例えばブラウザソフトウェアを用いて当
該Ｗｅｂページにアクセスすることにより取得される。
【００２３】
　そしてＧＵＩ処理部１０６は、表示部１０４が表示したコンテンツ選択画面に対するコ
ンテンツ再生要求操作を操作受付部１０５が受け付けると、当該コンテンツ再生要求操作
が指定する映像コンテンツの識別子（ＵＲＩ）をコンテンツ取得部１０１に出力して当該
コンテンツの取得を指示する。そしてＧＵＩ処理部１０６は、再生画面の画面データを生
成して当該画面データを信号処理部１０３に出力する。
【００２４】
　またＧＵＩ処理部１０６は、表示部１０４が表示したコンテンツ選択画面や再生画面に
対する他機器再生要求操作を操作受付部１０５が受けると、機器データベース１０７に格
納された機器情報に基づいて機器選択画面のデータを生成して信号処理部１０３に出力す
る。そしてＧＵＩ処理部１０６は、機器選択画面に対する機器選択操作が入力されると、
当該操作が指定する機器の識別子（ＩＰアドレス等）と、当該再生要求操作が指定するコ
ンテンツの識別子（ＵＲＩ等）とを送信制御部１０８に出力する。
【００２５】
　送信制御部１０８は、ＧＵＩ制御部１０６から機器識別子とコンテンツ識別子とが入力
されると、当該コンテンツ識別子を含む再生コマンドを生成し、当該コマンドを、機器識
別子が示す機器に対して送信部１０９を用いて送信する。
【００２６】
　次に携帯端末２００の機能ブロック例を説明する。
　受信部２０１は、携帯端末１００から送信されたコンテンツ識別子を受信し、当該識別
子を識別子変形部２０２に出力する。そして識別子変形部２０２は、入力されたコンテン
ツ識別子を、変形規則データベース２０３に格納された変形規則に応じて変形させる。サ
ーバ装置３００には、夫々内容が対応する映像コンテンツであって、品質（映像解像度、
音声ビットレート、テキスト量等のうち少なくとも１つ）が異なる複数の映像コンテンツ
のデータが格納されている。そして、互いに対応する複数コンテンツの夫々には、所定の
変形規則に応じた異なる識別子（ＵＲＩ等のアドレス情報）が割り当てられている。そし
て変形規則データベース２０３には、当該所定の変形規則の情報が格納されている。
【００２７】
　つまり識別子変形部２０２は、入力されたコンテンツ識別子が指定する映像コンテンツ
と内容が対応し品質が異なる映像コンテンツの識別子（ＵＲＩ等）を、変形規則データベ
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ース２０３に格納された変形規則に応じて生成する。なお変形規則データベース２０３に
は、所定の変形規則が、例えば工場出荷時の設定やファームウェアアップデート等により
格納される。
【００２８】
　そしてコンテンツ取得部２０４は、識別子変形部２０２が生成した変形済コンテンツ識
別子を用いてサーバ装置３００にアクセスし、当該識別子に対応する映像コンテンツのデ
ータを取得する。そしてコンテンツ取得部２０４は、取得したデータを再生処理部２０５
に出力する。
【００２９】
　再生処理部２０５は、入力された映像コンテンツのデータを再生（デコード）して、当
該デコードデータを信号処理部２０６に出力する。そして信号処理部２０６は当該デコー
ドデータを映像信号に変換し、表示部２０７は当該映像信号を用いて映像を表示する。
【００３０】
　次に図３を参照して、機器データベース１０７及び変形規則データベース２０３のデー
タ構成例を説明する。
　図３（Ａ）は、機器データベース１０７のデータ構成例を示す図である。当該機器デー
タベース１０７には、１以上の機器について機器名と当該機器の識別子（ＩＰアドレス等
）とが対応付けられている。
【００３１】
　図３（Ｂ）は、変形規則データベース２０３のデータ構成例を示す図である。当該デー
タベースには、１以上の変形規則が格納される。そして図３（Ｂ）に示す例では、変形規
則１及び２が格納されている。変形規則１においては、識別子２０３１と識別子２０３２
とが対応付けられている。そして識別子２０３１は、コンテンツに関わらず共通の識別子
である共通識別子２０３１ａと、コンテンツ固有の識別子である固有識別子２０３１ｂと
を含む。識別子２０３２も同様に、共通識別子２０３２ａと固有識別子２０３１ｂとを含
む。
【００３２】
　そして識別子変形部２０２は、携帯端末１００から送信されたコンテンツ識別子に共通
識別子２０３１ａが含まれる場合、変形規則データベース２０３に基づき、当該コンテン
ツ識別子の共通識別子２０３１ａに該当する部分を共通識別子２０３１ａに置き換える。
これにより識別子変形部２０２は、入力されたコンテンツ識別子から、当該コンテンツ識
別子が示すコンテンツと対応する内容で品質が異なるコンテンツの識別子を生成する。
【００３３】
　変形規則２においても同様に、識別子２０３３と識別子２０３４とが対応付けられてお
り、識別子２０３３は共通識別子２０３３ａ及び固有識別子２０３３ｂを、識別子２０３
４は共通識別子２０３４ａ及び固有識別子２０３４ｂを含む。そして識別子変形部２０２
は、入力されたコンテンツ識別子に共通識別子２０３３ａが含まれる場合、当該コンテン
ツ識別子内の共通識別子２０３３ａの部分を共通識別子２０３４ａに置き換える。
【００３４】
　なお識別子変形部２０２は、入力されたコンテンツ識別子に共通識別子２０３１ａや２
０３３ａが含まれず、共通識別子２０３２ａや２０３４ａが含まれる場合、当該入力され
たコンテンツ識別子を変形して新たな識別子を生成することなくコンテンツ取得部２０４
に出力する。
【００３５】
　図４は、携帯端末１００が表示する画面の画面構成例を示す図である。なお、これら画
面はＧＵＩ処理部１０６により生成される。
　図４（Ａ）は、ＧＵＩ処理部１０６が生成するコンテンツ選択画面の画面例を示す。当
該画面においては、夫々のコンテンツ毎に、コンテンツ画像Ｐ３１、タイトルＰ３２、内
容Ｐ３３、他機器再生ボタンＰ３４等の画像が表示される。ここで、コンテンツ画像Ｐ３
１は映像コンテンツの代表画像であり、タイトルＰ３２はコンテンツのタイトル、内容Ｐ
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３３はコンテンツの内容説明文、他機器再生ボタンＰ３４はコンテンツの識別子を他機器
に送信するためのボタンである。
【００３６】
　そしてＧＵＩ処理部１０６は、コンテンツ画像Ｐ３１、タイトルＰ３２、内容Ｐ３３の
何れかの画像に対する操作入力を受けると、当該操作入力を自機器再生操作として処理し
、これら画像に対応するコンテンツを携帯端末１００で再生させる。つまりＧＵＩ処理部
１０６は、操作入力を受けたコンテンツの識別子（ＵＲＩ等）をコンテンツ取得部１０１
に出力して当該識別子に対応するコンテンツの取得を指示し、またＧＵＩ処理部１０６は
再生画面の画面データを生成して信号処理部１０３に出力する。そしてコンテンツ取得部
１０１は、コンテンツのデータを受信すると、当該データを再生処理部１０２に出力する
。
【００３７】
　またＧＵＩ処理部１０６は、他機器再生ボタンＰ３４に対する操作入力を操作受付部１
０５が受けると、図４（Ｃ）に示す再生機器選択画面を表示する。
　図４（Ｂ）は、再生画面の画面例を示す図である。ここで再生画面Ｐ４０には、映像表
示領域Ｐ４１、内容Ｐ４２、シークバーＰ４３、停止ボタンＰ４４、再生ボタンＰ４５、
他機器再生ボタンＰ４６が配置される。映像表示領域Ｐ４１は、再生中の映像を表示する
領域である。内容Ｐ４２はコンテンツの内容を説明する説明文等を表示する領域である。
シークバーＰ４３は映像の再生位置を示す画像である。また停止ボタンＰ４４は映像再生
を停止させる停止操作を受け付ける画像、再生ボタンＰ４５は映像再生を開始させる再生
操作を受け付ける画像である。他機器再生ボタンＰ４６は再生中のコンテンツを他機器で
再生させる他機器再生操作を受け付ける画像である。
【００３８】
　そしてＧＵＩ処理部１０６は、停止ボタンＰ４４及び再生ボタンＰ４５への操作入力を
操作受付部１０５が受け付けると、コンテンツの再生／停止を再生処理部１０２に指示す
る。また他機器再生ボタンＰ４６への操作入力を操作受付部１０５が受け付けると、ＧＵ
Ｉ処理部１０６は、図４（Ｃ）の機器選択画面を生成する。
【００３９】
　図４（Ｃ）は機器選択画面の画面構成例である。当該機器選択画面Ｐ５０には、機器選
択ボタンＰ５１乃至Ｐ５３が配置される。ここでＧＵＩ処理部１０６は、機器データベー
ス１０７に基づき、これらボタンの夫々に機器名を配置する。これら機器選択ボタンＰ５
１乃至Ｐ５３に対する操作入力を操作受付部１０５が受けると、ＧＵＩ処理部１０６は、
コンテンツ選択画面Ｐ３０で選択を受けたコンテンツの識別子、あるいは再生画面Ｐ４０
で再生していたコンテンツの識別子を、画面Ｐ３０に対する操作入力に応じて選択した機
器のアドレス宛に送信するよう送信制御部１０８に指示する。そしてＧＵＩ処理部１０６
は図４（Ｄ）に示す操作用画面のデータを生成する。
【００４０】
　図４（Ｄ）は操作用画面の画面構成例を示す。当該画面Ｐ６０には、再生ボタンＰ６１
及び停止ボタンＰ６２等が配置される。そして再生ボタンＰ６１及び停止ボタンＰ６２へ
の操作入力を操作受付部１０５が受け付けると、ＧＵＩ処理部１０６は送信制御部１０８
に、再生機器選択画面で選択された機器に対して映像コンテンツの再生／停止を指示する
コマンドの生成・送信を指示する。
【００４１】
　次に図５を参照して、携帯端末１００及び表示装置２００によるコンテンツ取得に係る
処理フロー例を説明する。
　まず携帯端末１００は、映像配信Ｗｅｂページ等から、映像コンテンツの識別子を取得
する（Ｓ５０１）。なお、ここで携帯端末１００は、例えばモバイル用の、通常の映像コ
ンテンツよりも品質（映像解像度、音声ビットレート、テキスト量等）の低い第１形式の
映像コンテンツの識別子を取得する。そして表示部１０４は、図４（Ａ）に示したような
コンテンツ選択画面を表示する（Ｓ５０２）。ここで当該コンテンツ選択画面に表示され
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たコンテンツのうち何れかのコンテンツに対して他機器再生操作の入力を受けると（Ｓ５
０３の他機器再生）、表示部１０４は図４（Ｃ）に示した機器選択画面を表示する（Ｓ５
０８）。
【００４２】
　一方Ｓ５０３において、何れかのコンテンツの自機器での再生を指示する操作を受けた
場合（Ｓ５０３の自機器再生）、当該コンテンツの識別子を含むコンテンツ要求をサーバ
装置３００に送信して、第１形式の映像コンテンツを取得する（Ｓ５０４）。そして携帯
端末１００は、図４（Ｂ）に示したような再生画面を表示して（Ｓ５０５）、取得した映
像コンテンツのデータを再生する（Ｓ５０６）。
【００４３】
　ここで再生画面の他機器再生ボタンに対する操作入力を受けると（Ｓ５０７のＹｅｓ）
、携帯端末１００は、図４（Ｃ）に示したような機器選択画面を表示する（Ｓ５０８）。
そして当該画面に対して機器選択操作を受けると（Ｓ５０９のＹｅｓ）、当該操作が指定
する機器のアドレスに対して、コンテンツの識別子を送信する（Ｓ５１０）。そしてコン
テンツ識別子を送信すると携帯端末１００は、図４（Ｄ）に示したような操作画面を表示
して（Ｓ５１１）、当該画面に対する操作を受けると（Ｓ５１２のＹｅｓ）、操作に応じ
たコマンドを、Ｓ５０９の操作で指定された機器のアドレスに対して送信する（Ｓ５１３
）。
【００４４】
　次に表示装置２００の処理フロー例を説明する。
　受信部２０１が、携帯端末１００から送信されたコンテンツ識別子を受信すると（Ｓ５
５１）、識別子変形部２０２は、当該識別子に所定の識別子が含まれるか否かを判別する
。そして所定識別子が含まれる場合、識別子変形部２０２は、当該所定識別子を、変形規
則データベース２０３に応じた識別子に置き換えたコンテンツ識別子を生成する（Ｓ５５
２）。そしてコンテンツ取得部２０４は、当該変形済のコンテンツ識別子をサーバ装置３
００に送信して、当該識別子が示す第２形式のコンテンツを取得する（Ｓ５５３）。なお
第２形式のコンテンツは、第１形式のコンテンツに対応するコンテンツであり、当該第一
形式のコンテンツよりも例えば映像の解像度が高い。
【００４５】
　再生処理部２０５は、コンテンツ取得部２０４が受信したコンテンツのデータを再生し
て（Ｓ５５４）、表示部２０７は再生された映像を表示する（Ｓ５５５）。そして受信部
２０１は、携帯端末１００から送信された停止コマンドや再生コマンド等の操作コマンド
が入力されると（Ｓ５５６のＹｅｓ）、当該コマンドを再生処理部２０５に出力し、再生
処理部２０５はこれらのコマンドに応じてコンテンツデータを再生／再生停止する（Ｓ５
５７）。
【００４６】
　なお携帯端末１００は、Ｓ５０４乃至Ｓ５０６の処理においてコンテンツを再生してい
る場合、Ｓ５０７の他機器再生指示を受けた際に再生していた再生位置を示す情報を表示
装置２００に送信してもよい。つまりＧＵＩ処理部１０６は、他機器再生操作を受けると
再生処理部１０２から現在再生中の再生位置情報を取得して当該情報を送信制御部１０８
に出力する。そして送信制御部１０８は、コンテンツ識別子と再生位置情報と送信部１０
９から表示装置２００に送信する。表示装置２００は再生位置情報を受信すると当該情報
を再生処理部２０５に出力して、再生処理部２０５は、コンテンツ取得部２０４から入力
される第２形式のコンテンツデータを、再生位置情報に応じた位置から再生する。
【００４７】
　また携帯端末１００は、Ｓ５０３やＳ５０７で他機器再生操作を受けた場合、必ずしも
機器選択画面を表示しなくても構わない。例えば、映像コンテンツを再生させる機器を予
め設定し、他機器再生操作を受けた場合には当該設定機器に対してコンテンツ識別子を送
信してもよい。
【００４８】
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　なお本実施形態において、サーバ装置３００は、１の映像コンテンツについて解像度や
音質、テキスト量等が異なる複数のコンテンツデータを備えるとして説明したが、サーバ
装置３００は、音声コンテンツやテキストコンテンツ、更にこれらのコンテンツを含むＷ
ｅｂページコンテンツ等に関しても、音質やテキスト量、フォントサイズ等の異なる複数
の形式のコンテンツデータを格納していても良い。そしてこの場合に携帯端末１００は、
これらコンテンツの識別子を表示装置２００に送信し、表示装置２００は当該識別子を変
形規則データベース２０３に応じて変形し、変形した識別子を用いてコンテンツを取得す
る。
【００４９】
（第２実施形態)
　次に図６及び図７を参照して第２実施形態を説明する。第１実施形態では、コンテンツ
の識別子を表示装置で変形したが、第２実施形態では、携帯端末で変形する点が異なる。
本実施形態に係る情報処理システムは、例えば携帯端末１００ｂ、表示装置２００ｂ及び
サーバ装置３００を含む。そして本実施形態に係るこれらの装置は、夫々第１実施形態に
係る携帯端末１００、表示装置２００及びサーバ装置３００に類似する機能を有するため
、ここでは第１実施形態と異なる機能を中心に説明する。
【００５０】
　図６は本実施形態に係る携帯端末１００ｂ及び表示装置２００ｂの機能ブロック例を示
す図である。
　携帯端末１００ｂは、コンテンツ取得部１０１、再生処理部１０２、信号処理部１０３
、表示部１０４、操作受付部１０５、ＧＵＩ処理部１０６、機器データベース１０７、送
信制御部１０８ｂ、送信部１０９ｂ、識別子変形部１１０、変形規則データベース１１１
を備える。ここで、第１実施形態の携帯端末１００と同じ符号のモジュールは、第１実施
形態で説明した機能と同様の機能を有する。
【００５１】
　送信制御部１０８ｂには、ＧＵＩ処理部１０６から機器識別子（ＩＰアドレス等）とコ
ンテンツの識別子（ＵＲＩ等）とが入力される。ここで送信制御部１０８ｂは、識別子変
形部１１０を含み、当該識別子変形部１１０は、第１実施形態における表示装置２００の
識別子変形部２０２に対応する機能を有する。つまり識別子変形部１１０は、ＧＵＩ処理
部１０６から入力されたコンテンツ識別子に所定識別子が含まれる場合、当該所定識別子
を、変形規則データベース１１１に応じた識別子に置き換える。
【００５２】
　なお変形規則データベース１１１は、第１実施形態における変形規則データベース１０
７と同様の機能を有する。そして識別子変形部１１０、当該置き換えにより、ＧＵＩ処理
部１０６から入力されたコンテンツ識別子が指定するコンテンツと内容が対応し品質（映
像解像度、音声ビットレート、テキスト量等のうち少なくとも１つ）が異なるコンテンツ
の識別子を生成する。
【００５３】
　そして送信制御部１０８ｂは、生成したコンテンツ識別子を、ＧＵＩ処理部１０６から
入力された機器識別子（ＩＰアドレス等）が示す機器に対して送信するよう送信部１０９
ｂに指示する。送信部１０９ｂは当該指示に従って、変形済コンテンツ識別子を送信する
。
【００５４】
　次に表示装置２００ｂの機能ブロック例を説明する。表示装置２００ｂは、受信部２０
１ｂ、コンテンツ取得部２０４ｂ、再生処理部２０５、信号処理部２０６、表示部２０７
を備える。
【００５５】
　ここで受信部２０１ｂは、携帯端末１００ｂから送信された、変形済コンテンツ識別子
を受信する。そして受信部２０１ｂは、当該コンテンツ識別子をコンテンツ取得部２０４
ｂに出力する。そしてコンテンツ取得部２０４ｂは、入力されたコンテンツ識別子を用い
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てサーバ装置３００にコンテンツ要求を送信し、当該コンテンツ要求に応じて送信された
コンテンツのデータを受信する。コンテンツデータが入力されると、コンテンツ取得部２
０４ｂは当該データを再生処理部２０５に出力する。なお再生処理部２０５、信号処理部
２０６、表示部２０７の機能は第１実施形態において説明した通りである。
【００５６】
　次に図７を参照して、携帯端末１００ｂ及び表示装置２００ｂによるコンテンツ取得に
係る処理フロー例を説明する。
　まず携帯端末１００ｂは、映像配信Ｗｅｂページ等から映像コンテンツの識別子を取得
する（Ｓ７０１）。そして表示部１０４はコンテンツ選択画面を表示する（Ｓ７０２）。
そして当該選択画面に対する操作入力に応じて、ＧＵＩ処理部１０６は、再生するコンテ
ンツの選択と、当該コンテンツを自機器及び他機器のどちらで再生するかの選択とを行う
。ここで当該コンテンツ選択画面に表示されたコンテンツに対する他機器再生ボタンの入
力操作を受けると（Ｓ７０３の他機器再生）、表示部１０４は機器選択画面を表示する（
Ｓ７０８）。
【００５７】
　一方Ｓ７０３において、何れかのコンテンツの自機器での再生を指示する操作を受けた
場合（Ｓ７０３の自機器再生）、コンテンツ取得部１０１は、当該コンテンツの識別子を
含むコンテンツ要求をサーバ装置３００に送信して、例えばモバイル向けの第１形式の映
像コンテンツを取得する（Ｓ７０４）。そして携帯端末１００は再生画面を表示して（Ｓ
７０５）、取得した映像コンテンツのデータを再生・表示する（Ｓ７０６）。
【００５８】
　ここで再生画面の他機器再生ボタンに対する操作入力を受けると（Ｓ７０７のＹｅｓ）
、携帯端末１００は機器選択画面を表示する（Ｓ７０８）。そして当該画面に対して機器
選択操作を受けると（Ｓ７０９のＹｅｓ）、識別子変形部１１０は、Ｓ７０３で選択した
コンテンツの識別子に、所定の識別子が含まれるか否かを判別する。そして所定識別子が
含まれる場合、識別子変形部１１０は、当該所定識別子を変形規則データベース１１１に
応じた識別子に置き換えたコンテンツ識別子を生成する（Ｓ７１０）。
【００５９】
　次に送信部１０９ｂは、Ｓ７０９で受け付けた操作に応じて選択した機器のアドレスに
対して、コンテンツの識別子を送信する（Ｓ７１１）。そしてコンテンツ識別子を送信す
ると、携帯端末１００は操作画面を表示して（Ｓ７１２）、当該画面に対する操作を受け
ると（Ｓ７１３のＹｅｓ）、操作に応じたコマンドをＳ７０９の操作が指定した機器のア
ドレスに対して送信する（Ｓ７１４）。
【００６０】
　次に表示装置２００ｂの処理フロー例を説明する。
　受信部２０１ｂが、携帯端末１００から送信された変形済コンテンツ識別子を受信する
と（Ｓ７５１）、コンテンツ取得部２０４ｂは、当該変形済のコンテンツ識別子をサーバ
装置３００に送信して、当該識別子が示す第２形式のコンテンツを取得する（Ｓ７５２）
。再生処理部２０５は、コンテンツ取得部２０４ｂが受信したコンテンツのデータを再生
して（Ｓ７５３）、表示部２０７は再生された映像を表示する（Ｓ７５４）。そして受信
部２０１ｂは、携帯端末１００ｂから送信された停止コマンドや再生コマンド等の操作コ
マンドが入力されると（Ｓ７５５のＹｅｓ）、当該コマンドを再生処理部２０５に出力し
、再生処理部２０５はこれらのコマンドに応じてコンテンツデータを再生／再生停止する
（Ｓ７５６）。
【００６１】
（第３実施形態）
　次に図８及び図９を参照して第３実施形態を説明する。第１・第２実施形態では、携帯
端末から表示装置にコンテンツ識別子を送って表示装置がサーバ装置からコンテンツを取
得したが、第３実施形態では、携帯端末から表示装置に検索キーを送る点が異なる。すな
わち、表示装置で検索キーを使ってコンテンツを検索し、検索結果に含まれるコンテンツ



(13) JP 5017471 B1 2012.9.5

10

20

30

40

50

識別子を指定して表示することによって表示装置に好適なコンテンツを取得する。
【００６２】
　本実施形態に係る情報処理システムは、例えば携帯端末１００ｃ、表示装置２００ｃ、
サーバ装置３００及び検索サーバ装置６００を含む。そして本実施形態に係るこれらの装
置は、夫々第１実施形態に係る携帯端末１００、表示装置２００及びサーバ装置３００に
類似する機能を有するため、ここでは第１実施形態と異なる機能を中心に説明する。
【００６３】
　図８は本実施形態に係る携帯端末１００ｃ及び表示装置２００ｃの機能ブロック例を示
す図である。
　携帯端末１００ｃは、コンテンツ取得部１０１、再生処理部１０２、信号処理部１０３
、表示部１０４、操作受付部１０５、ＧＵＩ処理部１０６ｃ、送信制御部１０８ｃ、送信
部１０９ｃ、検索キー入力部１２１、検索キーデータベース１２２を備える。ここで、第
１実施形態の携帯端末１００と同じ符号のモジュールは、第１実施形態で説明した機能と
同様の機能を有する。
【００６４】
　検索キー入力部１２１は、例えば「今日の天気」などの文字列（検索キーと呼ぶ）を入
力する。検索キー入力部１２１には、ユーザからの文字列入力操作が入力されてもよいし
、あるいは文字列のデータが外部装置から入力されても良い。そして検索キーデータベー
ス１２２は、入力された検索キーを記憶する。
【００６５】
　コンテンツ取得部１０１ｃは、インターネット上の検索サーバ６００に検索キーを送信
して、当該検索キーに対して一定の類似度を示すコンテンツの識別子等を含む検索結果を
受信する。なお当該検索結果には、例えばサーバ装置３００にコンテンツデータが格納さ
れている映像コンテンツやＷｅｂページコンテンツ等のコンテンツ識別子が含まれる。
【００６６】
　そしてＧＵＩ処理部１０６ｃは、検索結果を表示する画面（例えば、図４（Ａ）のよう
なコンテンツ選択画面）を生成して表示部１０４に表示させる。ここで、当該検索結果画
面に対して操作受付部１０５ｃが、検索キー送信要求操作を受けると、ＧＵＩ処理部１０
６ｃは、検索に用いられた検索キーを検索キーデータベース１２２から抽出して送信制御
部１０８ｃに出力する。そして送信部１０９ｃは、表示装置２００ｃに検索キーを送信す
る。
【００６７】
　検索キー送信要求操作について説明する。例えば、図４（Ａ）のコンテンツ選択画面に
おいて他機器再生ボタンＰ３４に対する操作入力を受けた場合、ＧＵＩ処理部１０６ｃは
、当該ボタンＰ３４が対応するコンテンツの識別子と、当該コンテンツの検索に用いられ
た検索キーとのうち何れを他機器に送信するかを選択する画面を表示する。そして、例え
ば当該画面に対する、検索キーを他機器に送信させるための操作が検索キー送信要求操作
となる。そして当該検索キー送信要求操作を受けると、送信部１０９ｃは、コンテンツ選
択画面において選択されたコンテンツの検索に用いられた検索キーを表示装置２００ｃに
送信する。
【００６８】
　即ちＧＵＩ処理部１０６ｃは、選択を受けたコンテンツの識別子を他機器に送信する処
理を実行するためのボタンと、選択を受けたコンテンツの検索に用いた検索キーを他機器
に送信する処理を実行するための画像とを表示し、これら画像に対する操作入力に応じて
、２種の処理のうち一方を切り替えて実行することができる。
【００６９】
　また携帯端末１００ｃの送信制御部１０８ｃは、第２実施形態で説明した識別子変形部
１１０を備えていてもよい。つまりＧＵＩ処理部１０６ｃが、選択を受けたコンテンツの
識別子を他機器に送信する処理を実行するためのボタンに対する操作を受けた場合、送信
制御部１０８ｃはコンテンツの識別子を変形して、当該変形したコンテンツ識別子を表示
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装置２００ｃに送信する。即ちＧＵＩ処理部１０６ｃは、選択を受けたコンテンツの識別
子を変形して他機器に送信する処理を実行するためのボタンと、選択を受けたコンテンツ
の検索に用いた検索キーを他機器に送信する処理を実行するための画像とを表示し、これ
ら画像に対する操作入力に応じて、２種の処理のうち一方を切り替えて実行してもよい。
【００７０】
　次に表示装置２００ｃの機能ブロック例を説明する。表示装置２００ｃは、受信部２０
１ｃ、コンテンツ取得部２０４ｃ、再生処理部２０５、信号処理部２０６、表示部２０７
を備える。
【００７１】
　受信部２０１ｃは、検索キーを受信する。コンテンツ取得部２０４ｃは、検索サーバ６
００に検索キーを送信して検索結果を受信する。なお当該検索結果には、例えば映像コン
テンツやＷｅｂページコンテンツ等のコンテンツＩＤが含まれる。また、ユーザが検索結
果に含まれるコンテンツを指定すると、サーバ装置３００にコンテンツ識別子を送信して
コンテンツを受信する。
【００７２】
　次に図９を参照して、携帯端末１００ｃ及び表示装置２００ｃによるコンテンツ取得に
係る処理フロー例を説明する。なお、当該フローにおいて第１実施形態でのステップ番号
と同一のステップ番号を付与している部分については、前述の処理に対応する処理を実行
するものとする。
【００７３】
　まず携帯端末１００ｃは、検索キーを入力して（Ｓ５２１）、記憶する（Ｓ５２２)。
次に検索サーバ装置６００に検索キーを含む検索要求を送信し（Ｓ５２３）、当該検索キ
ーに関連するコンテンツの情報（コンテンツ識別子含む）を含む検索結果を受信する（Ｓ
５２４）。サーバ装置３００は、リダイレクト機能を有するので、ここで取得されるコン
テンツ識別子は、例えば図３の２０３１や２０３３で示した携帯端末にとって好適なコン
テンツを取得できるものである。そして携帯端末１００ｃは、図４（Ａ）に示したような
コンテンツ選択画面のような表示形態で検索結果を表示する（Ｓ５２５）。続いてＳ５０
３からＳ５０７までは第１実施形態と同様の処理を行う。そして携帯端末１００ｃは、検
索キーの送信とコンテンツＩＤの送信との何れかを選択させる画面を表示し、当該画面に
対するユーザ操作入力に従って、検索キー／コンテンツＩＤのいずれを送信するか選択・
決定する。そして携帯端末１００は、Ｓ５０８、Ｓ５０９の処理を実行した後、検索キー
又はコンテンツ識別子を表示装置２００ｃに送信する（Ｓ５２６）。なお携帯端末１００
は、コンテンツ識別子を送信する場合に、コンテンツ識別子を図３にて説明したように変
形した後、表示装置２００ｃに送信しても良い。そしてこれ以降の処理フローは図５のＳ
５１１以降と同じである。
【００７４】
　表示装置２００ｃは、検索キーを受信すると（Ｓ５６１）、検索サーバ装置６００に対
して検索キーを含む検索要求を送信する（Ｓ５６２）。表示装置２００ｃは、コンテンツ
取得部２０４ｃが、コンテンツ情報（コンテンツＩＤ含む）を含む検索結果を受信すると
（Ｓ５６３）、当該検索結果を表示部２０７に表示する。なお、サーバ装置３００はリダ
イレクト機能を有するが、表示装置２００ｃからの検索要求に対してはモバイル用のサイ
トにリダイレクトしないので、当該検索結果により取得されるコンテンツ識別子は、例え
ば図３の２０３２や２０３４に示した表示装置に好適なコンテンツを取得できるものであ
る。そして、検索結果に含まれるコンテンツを指定する操作を受けると（Ｓ５６４）、当
該指定を受けたコンテンツのコンテンツＩＤをサーバ装置３００に送信することにより、
当該コンテンツＩＤのコンテンツを取得する（Ｓ５５３）。これ以降の処理フローは図５
におけるＳ５５４乃至Ｓ５５７と同様である。
【００７５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
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々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００７６】
　１００…携帯端末、１０１…コンテンツ取得部、１０２…再生処理部、１０３…信号処
理部、１０４…表示部、１０５…操作受付部、１０６…ＧＵＩ処理部、１０７…機器デー
タベース、１０８…送信制御部、１０９…送信部、２００…表示装置、２０１…受信部、
２０２…識別子変形部、２０３…変形規則データベース、２０４…コンテンツ取得部、２
０５…再生処理部、２０６…信号処理部、２０７…表示部、３００…サーバ装置
【要約】
【課題】装置に応じた好適なコンテンツの取得を可能とするコンテンツ受信装置、情報処
理装置及びコンテンツ受信方法の提供。
【解決手段】実施形態に係るコンテンツ受信装置は、外部装置から、第１コンテンツの第
１識別子を受信する第１受信手段と、第１識別子を用いて、第１コンテンツに対応する、
当該第１コンテンツとは異なる解像度の第２コンテンツの第２識別子を生成する生成手段
と、生成手段により生成された第２識別子を含むコンテンツ要求を、外部サーバ装置に送
信する送信手段と、送信手段により送信されたコンテンツ要求に応じて外部サーバ装置か
ら送信された第２コンテンツのデータを受信する受信手段とを備える。
【選択図】　図２

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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